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公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 

平成２５年度事業実績報告書 

 

Ⅰ 概  況 

 平成２５年度の我が国の経済情勢は、政府によるデフレの脱却や経済再生を目指した大胆な金融

政策により、円安・株高・物価上昇が進み、景気回復への期待から個人消費が伸び、公共投資の増

加などにより経済回復の兆しが見えてきました。 

  本県においても、製造業を中心とする第二次産業において円安による輸出環境の改善や消費税増

税前の駆け込み需要等で景況感は改善されつつありますが、先行きについては、個人消費もいまだ

低調なものとなっており、雇用情勢もまだまだ厳しい状況にあります。また、本県は経済のグロー

バル化や為替相場の影響を受けやすい産業構造になっており、中小企業者の多くは、景気回復を実

感できない状況にあります。 

 こうした中、プラザでは、平成２５年度に中小企業者の多様な相談等にワンストップで的確かつ

きめ細かに対応するため「経営相談室」を設置したほか、新事業・新産業の創出に向けて、新たな

国の資金の獲得や補助金の活用に努めるなど、中核的な支援機関として積極的な事業展開を図って

きたところです。 

さらに、プラザ「第二期中期経営計画 2011」の４つの事業方針に基づき、プラザの強みである「公

益性」「広域性」「多様な支援」「情報力」「連携力」「人間力」を効果的に活用し､中小企業事業

者への各種支援に取り組みました。 

 

事業方針１ 顧客とのコミュニケーションの強化 

      [重点施策] ①相談情報の集積と分析・活用  

②情報の収集・発信および情報化支援 

            ③双方向コミュニケーションの強化 

事業方針２ 経営革新と地域経済の活性化 

         [重点施策] ①経営革新支援  

        ②販路開拓支援 

③「しが新事業応援ファンド」を活用した支援   

 ④国際ビジネス支援  

⑤人材の育成支援 

事業方針３ 創業と新事業の創出 

           [重点施策] ①創業支援   

②新技術の研究開発支援   

③特色ある産業の育成支援 

事業方針４ 交流・連携の舞台づくり 

           [重点施策] ①支援機関の連携  

②交流の舞台づくり 
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Ⅱ 役員会の開催 

１ 理事会の開催 

回数 開催日 付  議 事  項    等 

1 平25. 4. 1 議第１号 

 
平成２５年度第１回評議員会（臨時）の開催について

２ 平25. 4. 1 議第２号 

 
議第３号 

 
 

副理事長に中山久司を選定することにつき議決を求め

ることについて 

理事長、副理事長および常務理事の報酬の支給につき

議決を求めることについて 

 

３ 

 

 

 

平25. 5.30 

 
 
 

議第４号 

 

 

議第５号 

  

議第６号 

     

 

平成２４年度公益財団法人滋賀県産業支援プラザの事

業報告ならびに決算報告につき議決を求めることにつ

いて 

平成２５年度度公益財団法人滋賀県産業支援プラザの

収支予算の補正につき議決を求めることについて 

平成２５年度第２回評議員会の招集につき議決を求め

ることについて 

 

４ 平25. 6.28 

 

議第７号 

 

議第８号 

 

議第９号 

 

議第10号 

理事長に田口𡧃一郎を選定することにつき議決を求め

ることについて 

副理事長に中山久司を選定することにつき議決を求め

ることについて 

常務理事に中西道幸を選定することにつき議決を求め

ることについて 

常務理事に中村吉紀を選定することにつき議決を求め

ることについて 

 

５ 平25.10.31 

 

議第11号 

 

平成２５年度度公益財団法人滋賀県産業支援プラザの

収支予算の補正につき議決を求めることについて 

（報告事項） 

理事長等の職務の執行状況について 

 

６ 平26. 3.19 

 

議第12号 

 

 

議第13号 

 

 

平成２６年度公益財団法人滋賀県産業支援プラザの事

業計画および収支予算等につき議決を求めることにつ

いて 

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ就業規程の全部改

正につき議決を求めることについて 

（報告事項） 

理事長等の職務の執行状況について 

 

 

２ 評議員会の開催 

回数 開催日 審  議 事  項    等 

１ 

 

平25. 4. 1 

 

議案第１号

 

議案第２号

 

議案第３号

 

評議員堺井 拡の辞任に伴い、その後任に羽泉博史を

選任することにつき議決を求めることについて   

理事山田光二の辞任に伴い、その後任に中山久司を選

任することにつき議決を求めることについて 

公益財団法人滋賀県産業支援プラザの役員等に対する

報酬等の支給規程の一部改正につき議決を求めること

について 
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２ 平25. 6.28  議案第４号

 

 議案第５号

 

 議案第６号

 

議案第７号

 

議案第８号

 

平成２４年度財団法人滋賀県産業支援プラザの事業報

告ならびに決算につき承認を求めることについて 

平成２５年度度公益財団法人滋賀県産業支援プラザの

収支予算の補正につき議決を求めることについて 

公益財団法人滋賀県産業支援プラザの理事の選任につ

き議決を求めることについて   

公益財団法人滋賀県産業支援プラザの監事の選任につ

き議決を求めることについて   

公益財団法人滋賀県産業支援プラザの定款の変更につ

き議決を求めることについて 

 

 
３ 役員 

                                                           H26. 3.31 現在 

役職名 氏 名 就任年月日 主な役職等 備 考

理事長 田口 𡧃一郎 24. 4. 1 前滋賀県副知事 代表理事

副理事長 中山 久司 25. 4. 1 滋賀県商工観光労働部理事 
業務執行

理事 

理 事 宮嶋 誠一郎 23. 4. 1 ㈱ミヤジマ代表取締役社長 
 

理 事 鳥居 静夫 23. 4. 1 ㈲豆藤代表取締役 
 

理 事 池田 喜久子 23. 4. 1 ㈲池田牧場専務取締役 
 

 

理 事 和田 隆博 23. 4. 1 龍谷大学教授・ＲＥＣセンター長 
 

 

理 事 吉田 郁雄 24. 4. 1 ㈱滋賀銀行専務取締役 
 

 

理 事 廣脇 正機 24. 4. 1 滋賀県商工観光労働部商工政策課長 
 

 

理 事 中西 道幸 24. 4. 1 （常勤） 
業務執行

理事 

理 事 中村 吉紀 23. 4. 1 （常勤） 
業務執行

理事 

評議員 大道 良夫 24. 5. 31 滋賀県商工会議所連合会会長 
 

 

評議員 川瀬 重雄 23. 4. 1 滋賀県商工会連合会会長 
 

 

評議員 秋村 田津夫 23. 4. 1 滋賀経済同友会特別幹事 
 

 

評議員 長谷 幸治 23. 4. 1 滋賀県中小企業団体中央会副会長 
 

 

評議員 藤田 義嗣 23. 4. 1 （一社）滋賀経済産業協会副会長 
 

評議員 氏原 義美 23. 4. 1 滋賀県信用保証協会専務理事 
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評議員 布野 修司 24. 5. 31 滋賀県立大学理事 
 

評議員 上田 一志 23. 7. 12 西日本電信電話株式会社滋賀支店長 
 

評議員 北川 陽子 23. 4. 1 北川織物工場 
 

評議員 羽泉 博史 25. 4. 1 滋賀県商工観光労働部長 

監  事 片岡 康雄 23. 4. 1 ㈱関西アーバン銀行専務執行役員 

監  事 廣田 光政 25. 6. 28
（一社）滋賀県中小企業診断士協会 

会長 

※年度途中の退任役員    

監事  大谷 武重 （平成２５年６月２８日） 
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Ⅲ 事業の概要 

１．顧客とのコミュニケーションの強化 

 

 (１)相談情報の集積と分析・活用 

顧客である県内中小企業者等との日常的なコミュニケーションの強化を図り、窓口相談事業

をはじめ各種事業を通じて収集した経営課題等の情報を整理・分析して、適時・適切な支援に

努めました。 

  

 (２)情報の収集、発信および情報化支援 

  ①情報・発信事業（実績額：24,600千円） 

   ○産業情報の収集・整理・発信 

支援ガイドブックの刊行、パンフレットの作成を行い広く配布するとともに、国・県を

はじめ各支援機関等のイベント、セミナー等の情報をメールマガジンとして配信しました。 

＜滋賀の企業支援ガイドブック２０１３年度版＞ 

    滋賀県をはじめ国・支援機関等の支援策や、問合せ先等を紹介した冊子 

    ・発行部数 3,500 部  ６月（3,000 部）および１０月（500 部）発行 

＜業務案内＞ 

支援プラザの業務や事業体系を紹介したパンフレット 

・発行部数 3,000 部 ５月発行 

＜メールマガジンの配信＞ 

 ・プラザメールマガジン  51 回 

 ○ホームページの充実 

「より見やすく、利用しやすく」を目標に、支援プラザのホームぺージの表現方法などを

改善しました。また、平成２３年度に導入した「かんたんボタン」の内容、バナーの見直

しなどにより検索機能を向上しました。また、各種のイベント、セミナー、コラボしが 21

内の展示ギャラリー、図書・ＤＶＤ情報等を掲載するとともに、「滋賀の企業支援ガイド

ブック」「業務案内」「デジタル広報紙うちでのこづち」を掲載しました。 

＜ページ閲覧件数＞ 

815,402 ビュー 
○「滋賀県企業情報検索市場 (ｓｋｋi)」の運用 

平成２４年度に引き続き支援プラザのホームページ上で運用しており、加入ＰＲおよび

相談対応に努めることで、平成２５年度末の登録件数は 345 社（6社増）となりました。 

    ○デジタルブック版「うちでのこづち」の発行 

広報紙「うちでのこづち」をデジタルブック化し、支援プラザの代表的な施策や企業紹

介などをホームページ上に掲載しました。 

      ・８月、１月発行（企業紹介 10 社、産学官連携事例 1件、支援プラザ紹介） 

○コラボしが 21 展示ギャラリーの無料貸出し 8 件 
  平成２４年度に引き続き、滋賀県内の中小企業グループや創業間もない企業等に対し無

料の展示スペースを提供し、その製品・サービス等のＰＲを支援しました。 
       

②情報化推進事業（実績額：8,001 千円） 

経営課題にかかるIT活用について、業務の川上から川下に至る１２のテーマで実

践的なセミナーを開催し、企業経営の高度化を支援しました。IT専門家派遣では、

個別具体の案件について事前ヒアリングのうえ、ミスマッチのないよう専門家を選定

し、個々の企業課題に応じた診断・助言を行いました。また、プラザの設立時から運

用してきた複数の企業データベースを統合し、プラザの各種支援のための共通の情報

基盤として 適化を図りました。  
 ・各種 IT 活用セミナー 開催 22 回（12 テーマ） 計 465 名参加 

 ・IT 専門家の派遣 8 社 計 32 回 
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③ココクール業務受託事業（実績額：700 千円） 

  滋賀県から、「滋賀の感性を伝える『ココクール』事業 ウェブサイト保守運用業務」を

受託し、プラザホームページを介して県内の感性豊かな商品情報を発信しました。併せてセ

キュリティ対策を施し、適切な運用環境の維持に努めています。 

 

  ④しがクリエイター情報データベース整備事業（実績額：1,627 千円） 

滋賀県内のクリエイターの基本情報と、その実績（商品）事例を紹介するデータベースを

プラットフォームとして公開し、当該クリエイター情報を広く周知するとともに、発注者と

クリエイターが相互に連絡が取れるビジネスマッチング機能を付加しました。また、クリエ

イターのネットワーク化を促進し、クリエイター同士の相互触発を図るデータベースとして

整備を図りました。 

 

  (３)双方向コミュニケーションの強化 

      支援プラザの実施した支援策等の事業に対してアンケート調査を実施し、中小企業者等の真

のニーズを把握し、今後の支援策の充実強化を図りました。また、平成２５年度に開設した支

援プラザ facebook を活用し、企業等との間でタイムリーな情報交換を行いました。さらに、中

小企業庁が運用している中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」を

活用して、国等の施策情報の収集や、中小企業者等のニーズの把握に努めました。 

 

２．経営革新と地域経済の活性化 
 

(１) 経営革新支援 

 ①県中小企業支援センター事業（実績額：36,088 千円） 

  ○プロジェクトマネージャー等支援人材配置事業 

経営全般や技術等専門的な立場から指導・助言する「プロジェクトマネージャー」、

「サポートマネージャー」を設置し、中小企業者等が抱える課題の解決に向け総合的

な支援を行いました。 

  (1)窓口相談  

相談窓口の一元化を図るため「経営相談室」を設置し、中小企業者から寄せられる経

営上の様々な相談に専門相談員等が対応しました。 

         ・窓口相談件数 1,529 件 

    (2)出張相談 

中小企業者等が抱える課題の解決を図るため、直接地域に出向き、移動相談会を開催

しました。 

・開催場所  彦根市  11 月開催  相談企業数 7 社    

     ○専門家派遣事業 

      中小企業者等の求めに応じ販路開拓、生産工程改善、ISO 認証取得、情報・ＩＴ、労務

（就業規則など）、特許・出願などの分野の専門家を企業に派遣しました。 

  ・派遣回数 ：417 回（58 社） 

○事業可能性評価委員会「めきき・しが」運営事業  

中小企業者等から公募した新しい事業計画に対して、技術の先進性、製品の市場性、

販売・サービスの独自性等の事業可能性を評価する｢めきき・しが｣では応募のあった

3事業について、成長性の高いＡランク評価を行い公表しました。 

  ・累計（平成 12 年度から平成 25 年度）：審査件数 70 件、うちＡランク評価 41 件  

    

②省エネ診断支援事業 （実績額：3,146 千円） 

「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」に基づく「事業者行動計画」の任

意提出対象事業所となっている中小企業者等の省エネの取組みに対し、専門家を派遣

して診断・助言を行うことにより、省エネによるコスト削減と温室効果ガス排出削減

への取組みを支援しました。 

・派遣回数 ：60 回（12 社） 
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③地域中小企業知的財産戦略支援事業（実績額：11,364 千円） 

 〇地域中小企業外国出願支援事業 

経済のグローバル化による国際的な事業展開や、知的財産権侵害品へ対応するため、

中小企業者の海外での特許取得を支援しました。 

 ・助成先 5 企業 6件 4,269 千円 

 

④小規模企業者等設備導入資金助成事業（実績額：294 千円） 

     貸付先企業の業況を注視しながら、設備の利用状況等の把握とともに適正な債権管理に

努め、貸付資金である県借入金の償還を行いました。（新規貸付は休止） 

       ・資金貸付事業償還： 1,128 千円 

 

⑤創造的中小企業創出支援事業（実績額：608 千円） 

○滋賀 21 ベンチャー事業（間接投資・平成 15 年度で終了）  

代位弁済先の事業概況の確認を行い、状況に応じた償還に関する指導を行いました。 

・債権管理 3 件（25 年度末） ・求償権回収 2 件 822 千円 

    

⑥中小企業金融事業（実績額：146 千円） 

    ○政策推進資金[新事業促進枠(新設)]・開業資金の管理・運用 

       ・政策推進資金(融資) 

       中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新に関する計画の承認を受けて、そ

の計画を実施する中小企業者が、民間金融機関から受ける融資について、利用促

進・償還指導を行いました。 

   ・開業資金（融資） 

           県内で新たに開業しようとする者、または事業基盤を確立するための資金を必

要とする開業後 5年未満の者が、民間金融機関から受ける設備・運転等の融資に

ついて、受付事務と事業計画等の評価を行うことにより、ブラッシュアップを行

いました。 

           創業枠： 申込受付：5件／21,500 千円  融資実行：5件／21,000 千円 

    ○滋賀の新しい産業づくり促進資金の管理・運用 

       “滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画”の知事認定を取得した企業に対する   

研究開発事業に要する資金について、利用促進・償還指導を行いました。 

 

(２)販路開拓支援 

    ①下請企業振興事業（実績額：7,517 千円） 

専門調査員の訪問･助言活動、商談会の開催等により下請中小企業の振興を図りました。 

○受注・発注のあっせん 

     ・あっせん紹介件数 523 件（商談成立件数 46 件） 

○専門調査員による企業訪問 

             各地域における産業および親企業の動向を把握し、下請中小企業が必要とする新規

取引先の各種の情報を下請中小企業に提供しました。（専門調査員 2 名） 

       ・訪問件数  621 件（発注関係 171 件、受注関係 450 件） 

            ・指導・相談件数 621 件(あっせん相談 621 件）   

       ○販路開拓支援員による発注企業訪問 

       県内外の産業および親企業の発注動向を的確に把握し、下請中小企業の新規取引先

の開拓等について情報を提供しました。（販路開拓支援員 1 名） 

○商談会等の開催、出展支援 

          ・近畿・四国合同緊急広域商談会 2 月 20,21 日 発注企業 145 社、受注企業 474 社 

      ・中小企業総合展 

大阪会場（インテックス大阪）    5 月開催  

            東京会場（東京ビッグサイト）   10 月開催 出展企業数    6 社 

       ・びわ湖環境ビジネスメッセ 2013 10 月開催 出展企業数 4 社   
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②環境エネルギー部材企業連携支援事業（実績額：5,478 千円） 

        共同で受注できる企業グループの構築を積極的に支援するための商談会や講演会を開

催しました。 

      ・ビジネスマッチング会 in 近江八幡  7 月開催  発注企業 14 社  受注企業 47 社 

    ・モノづくり受発注広域商談会        9 月開催 発注企業 50 社  受注企業 242 社 

        ・ビジネスマッチング会 in 彦根   11 月開催  発注企業 11 社  受注企業 33 社 

    ・ビジネス商談会 in 岐阜           1 月開催 発注企業 21 社  受注企業 48 社 

        ・ビジネスマッチング会 in 草津    2 月開催  発注企業 13 社  受注企業 46 社 

・神戸ビジネスアライアンス         2 月開催  参加企業 55 社  来場者 262 名 

・マッチングセミナーin 近江八幡    3 月開催  参加者 68 名 

 

③下請かけこみ寺事業（実績額：1千円） 

       ・相談件数 30 件（うち、弁護士無料相談件数 16 件） 

            

 (３)「しが新事業応援ファンド」を活用した支援 

    しが新事業応援ファンド運営事業（実績額：49,301 千円） 

地域ブランド力の強化や地域経済の活性化を目的に、地域資源を活用して新しい商品や 

    サービスの開発に取り組む中小企業、ＮＰＯ、任意団体等を支援するためにファンドを創 

    設し、その運用益を助成財源として、事業の初期段階の取り組みを支援しました。      

      ・申請件数 54 件  採択案件 42 件  

     また、制度の見直しを行い、新たに販路開拓を対象に加えました。（平成２６年度採択

分から適用） 

 

(４)国際ビジネス支援 

  貿易投資相談窓口設置事業（実績額：7,205 千円） 

 国際ビジネス情報デスクとして相談員を増員し、中小企業の相談に対応するとともに、 

各種の情報提供やセミナー実務講座、相談会等を開催するなど、関係機関と連携して県 

内中小企業の国際ビジネス展開の支援に努めました。 

・企業相談件数  197 件 

・企業訪問件数  45 件 

・海外展開セミナー （7月開催）       1 日（31 名参加） 

・海外展開支援施策説明キャラバン in 滋賀！！（8月開催） 1 日（34 名参加） 

・貿易実務基礎講座 （10 月開催）          2 日（87 名参加） 

・知っておきたい税関業務 (11 月開催)              1 日（41 名参加） 

・ＡＳＥＡＮセミナーin 滋賀 (11 月開催)         1 日（37 名参加） 

・やさしい英文ｅメール講座 (12 月開催)           2 日（85 名参加） 

・アジア展開セミナー (3 月開催)              1 日（25 名参加） 

 

(５)人材の育成支援 

①経営基盤・技術向上等研究運営事業（自主企画事業）（実績額：532 千円） 

製造業を中心とした経営者を対象に、「これからの時代の経営を学ぶ ～新たな価値観

の創出～」をテーマとして、工場見学や講演会などを 6回実施しました。         

（参加企業数 40 社）       

 

②経営戦略研究会活動支援事業（自主企画事業）（実績額：100 千円） 

100 年企業設計塾として「必要とされる企業への方程式」をテーマに戦略ゼミを 4回

シリーズで開催し、のべ 32 名の参加を得ました。 

 

③技術研修事業（自主企画事業）（実績額：4,775 千円） 

企業が必要とする実践的かつ高度な人材育成のため、理論と実践の両面から 18 講座の

技術研修講座を開催し、合計 211 名の参加を得ました。 
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④「三方よし」推進事業 

   企業活動における「三方よし」の実践促進を啓発するため、ホームページの更新など

により理念の実践普及に努めました。 

 

３．創業と新事業の創出 
 

  (１)創業支援 

県内４ヶ所のインキュベーション施設を運営し、起業・創業を目指す方の支援を行うと

ともに、入居者への個別カウンセリングを強化、経営力の向上を図りました。また、実践

的経営ノウハウを体得するための各種セミナーを開催するとともに、インキュベーション

施設相互の交流、情報交換の場を設定しました。 

①コラボしが 21 インキュベーション支援事業 

 ○入居状況（室数） 

      4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 １月 2 月 3 月

創業準備オフィス 10 室 10  9  8 6 8 6 3  6  6  5  7  7

創業オフィス   13 室 13 13 13 11 10 12 12 12 12 12 12 13 

      ○創業準備オフィス動向 

入居企業に対する個別ミーティングを実施し、事業計画の作成、マーケティング等

のサポートをしました。また、アントレプレナー養成講座（起業家女子塾）を開催し、

入居者の発掘を行いました。 

        ・新入居者：13 者 （うち女性 5 者） 

・卒業者：16 者 

創業オフィスへ 2者、草津ＳＯＨＯへ 5者、独立 6者、撤退 3者 

・事業ふ化率 81％   開業届 13 件 （うち法人化 4社） 

○創業オフィス動向(H26.3 現在) 

・新入居企業：3社  

・卒業企業：独立 3社 

   ②県立テクノファクトリー（ＴＦ）支援事業（指定管理事業 実績額：28，408 千円） 

・新入居企業：２社 

・卒業企業：１社 

管理業務および支援事業を実施しました。  

  ○入居状況（棟数） 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ＴＦ12棟 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

③ＳＯＨＯ支援事業（草津ＳＯＨＯのみ指定管理事業） 

      草津および米原ＳＯＨＯについて、管理業務および支援事業を実施しました。 

  ○入居状況 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月

米原 10 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 

草津 20 10 10 11 12 16 16 14 15 13 12 15 14 

  ○米原ＳＯＨＯ動向（実績額：5,783 千円） 

・新入居企業：3社  従業員数（経営者含）6名  

・卒業企業：独立 2社  

      ○草津ＳＯＨＯ動向（実績額：11,424 千円） 

・入居企業：9社    従業員数（経営者含）12 名 うち雇用創出 3名 

 ・卒業企業：独立 5社 撤退 1社 



10 
 

  ○ＳＯＨＯ交流促進活動支援 

  ・ビジネスカフェ「あきんどひろば」開催 

  ・入居者交流のためのランチミーティングを定期的に開催 

 

④コミュニティビジネス支援事業 （実績額：225 千円） 
コミュニティビジネス推進に必要な知識や考え方について理解を深めるため、県立男女

共同参画センターとの共催で講演会を開催しました。 

 ・開催場所 近江八幡市（9月 15 人）草津市（10 月 15 人）、大津市（12 月 48 人） 

 

      ⑤クリエイター等情報調査事業（実績額：3,249 千円） 

        クリエイターの掘り起こしやクリエイティブ企業の情報収集を行い、効果的な支援ニー

ズを汲み上げるためにセミナーおよび調査を実施しました。 

      ・クリエイティブセミナー 4 回（参加総数 160 人） 

      ・アンケート調査 有効回答 195 回収率（書面調査 27.8％、WEB50.9％） 

      ・ヒアリング調査 52 件 

 

       ⑥地域需要創造型等起業・創業促進事業（実績額：6,780 千円） 

起業・創業を目指す女性や若者を対象に事業計画を募集し、計画の実施に要する費用の

一部を助成しました。 

      ・説明会開催 21 回 

・公募回数   3 回     
・応募件数  208 件 

・採択件数  112 件（補助予定金額 280,000 千円） 

 

    (２)新技術の研究開発支援 

 県内企業の新技術創造や技術開発を振興するため、ネットワークの強化を図り、新産業、

新事業創出を目指す企業の発掘および研究開発プロジェクトの構築を行いました。 

①新技術創出イノベーション活性化推進事業（実績額：4,794 千円） 

県内企業の新技術創造や技術開発を振興するため、「しが新産業創造ネットワーク」

の組織化を図り、新産業、新事業創出を目指す企業の発掘およびニーズ・シーズのマッ

チングを行うとともに研究開発プロジェクトの構築を積極的に行いました。 

・しが新産業創造ネットワーク会員企業数：177 社 
       ・新規プロジェクト構築件数：8件 

②滋賀県工業技術振興事業（実績額：10,390 千円） 
県内企業の技術力向上を図るため、国等の技術振興施策・競争的資金制度等の情報収

集・提供を行うとともに、産学官のネットワーク活動の強化を図りました。 

③戦略的基盤技術高度化支援事業（実績額：113,262 千円） 

金型製作など基盤技術の国際競争力の強化を図るため、県内企業を中心に関連企業およ

び大学等の公的機関が共同で研究開発に取り組みました。 

○研究開発テーマ等 

番号 研究開発テーマ 共同研究体の構成団体 研究期間 

1 

マイクロデバイス実装におけ

る極微少量塗布ポンプ用ロー

ター鋳造技術の開発 

ヘイシンテクノベルク㈱、 

兵神装備㈱、東北大学 

平成23年度

～25年度 

2 

高機能化複雑形状加工に対応

可能な汎用プレス機を用いた

精密３次元形状プレス複合化

技術の開発 

日伸工業㈱、㈱オンワード技研、

工業技術総合センター 

平成24年度

～26年度 



11 
 

3 

高密度高集束水を用いたウォ

ータジェット加工技術の高度

化に関する研究開発 

能勢鋼材㈱、㈱ＭＯＲＥＳＣＯ、

東北部工業技術センター 

平成24年度

～26年度 

4 

めっき液中の添加剤の劣化に

起因するめっき液性能劣化診

断用計測器の開発 

オプテックス㈱、（独）産業技術

総合研究所、東北部工業技術セン

ター 

平成24年度

～26年度 

 

④ものづくり中小企業連携・試作開発支援事業（実績額：6,278 千円） 

県内のものづくり中小企業・小規模事業者が行おうとする試作開発への取組を支援する

ため、 適なパートナーの確保から競争的資金の獲得、試作開発プロジェクトに至るまで、

さまざまな課題にコーディネータおよびコーディネートスタッフが指導、助言を行い、新

製品・新事業創出機会の拡大を図りました。 

・相談等実施機関数［実数］    67 件（延べ数 約 130 件） 

・コーディネート実績  産産連携 7 件  産学連携 5 件 計 12 件 

・競争的資金への申請支援     5 件（うち採択 3件） 

・試作開発フォローアップ支援   1 件 

 

  (３)特色ある産業の育成支援 

①医工連携ものづくりプロジェクト創出支援事業（実績額：6,390 千円） 

びわこ南部地域を中心に進む、医学・理工学系大学の知的集積を活かし、医工連携に

よる研究開発プロジェクトの創出とその事業化について支援を行いました。 

○医工連携ものづくりネットワークの形成 

  「しが医工連携ものづくりネットワーク」参画企業（133 社）の開発成果・状況の講

演および双方向による情報交流やビジネスマッチングの場を提供しました。 
       ・「しが医工連携ものづくりネットワーク会議」の開催 １１月、２月 
       また、シーズ・企業情報紹介集を作成するとともにホームページ上で公開し、ネッ

トワーク形成および情報提供に努めるなど、産学官連携による事業化を目指した共同

研究等へのコーディネートを行いました。 

     ○薬事法・ＩＳＯ１３４８５取得支援 

医療機器産業への参入を目指している企業に対し、医療機器に関する情報や医療機

器産業の特徴、また薬事法の概要など、基礎的な知識を提供することを目的として医

療機器開発人材育成セミナーを開催しました。 

     ○医工連携ニーズ・シーズマッチングの実施 

       医療現場で必要とされる医療機器などの開発を促進するため、医療関係者、研究者

から医療現場の多様なニーズの提供および企業とのマッチングを図りました。 

 

②健康創生特区推進事業（実績額：2,552 千円） 

県が指定を受けた「地域の“ものづくり力”を活かした『滋賀健康創生』特区」を推

進するため「しが医工連携ものづくりネットワーク」企業が有する高度なものづくり基

盤技術を活かし、新たな医療・健康管理機器の開発・事業化に向けた支援を行いました。 

     ○キックオフフォーラムの開催 

       「滋賀健康創生」特区における医療・健康管理機器の開発・事業化支援の取組につ

いて関係事業者に周知するとともに、関係事業者相互の交流を図ることを目的として

「地域の“ものづくり力”を活かした『滋賀健康創生』特区」医療機器開発スタート

アップフォーラム」を開催しました。（参加者数 225 名） 

○「医工連携ニーズ・シーズセッション」の開催 

今後のプロジェクト構築を目指した情報交換の場として、事業者の持つニーズやシ

ーズに関する展示会を実施しました。（上記フォーラムと同時開催、出展件数 34 件） 

     ○医療・健康管理機器の開発支援等にかかる広報 

       『滋賀健康創生』特区における医療・健康管理機器の開発・事業化支援のため、事

業紹介のパンフレットとパネルを作成し、周知を図りました。 
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③課題解決型医療機器等開発事業の推進（実績額：26,322 千円） 

当支援プラザを事業管理機関として、平成２５年１０月に経済産業省委託事業として

採択された事業について、平成２８年度の上市を目指して、事業を推進しました。 

開発テーマ「血液一滴で高度な診断を可能とするポイントオブケアシステムの開発」  

事業実施機関 

ニプロ（株）、ＮＳマテリアルズ（株）、ニッタモールド（株）、神港精機（株）、

旭光電機（株）、滋賀医科大学、立命館大学 

 

４．交流・連携の舞台づくり 
 

 (１)支援機関の連携 

      中小企業支援を効果的、効率的に進めるため、支援に関わる国・県および経済団体等の支

援機関と情報交換等、連携強化を図るとともに、国の新たな支援制度である「認定支援機関」

や「地域プラットフォーム」へ参画しました。 

 

(２)交流の舞台づくり 

人と人、企業と企業、企業と関係団体等との交流により、ビジネスチャンスの拡大を図る

ため、プラザがつなぎ役として多様な交流の機会づくりに取り組みました。 

①しが新産業創造ネットワーク事業 

しが新産業創造ネットワークを核とした、新たなプロジェクト構築を行う場としての活用

を行いました。 

       ・しが新産業創造ネットワークによる支援対象プロジェクトの件数 8 件 
 

②ビジネスカフェ事業（自主企画事業）（実績額：291千円）              
      ビジネスカフェ「あきんどひろば」を開催し、交流を通じて起業家を育成し、創業の実現

を目指しました。  
・開催回数  23 回 

 

Ⅳ．組織運営 
 

プラザ「第二期中期経営計画」に基づき次の通り取り組みました。 

事業執行については、目標の達成度や外部環境の変化等を的確に把握し、ＰＤＣＡサイクルの推

進による事業の進行管理を実施しました。 

また、財務基盤の強化については、事業の効果的、効率的な執行を常に意識するとともに、競争

的資金の獲得に努めた結果、国の「課題解決型医療機器等開発事業」において新規１件が採択され

ました。 

組織体制の充実については、関係企業・団体等の間で次年度の派遣職員の受入に向けた調整を行

い、県内中小企業が求める支援人材を確保することができました。特に中小企業者等からの様々な

窓口相談のワンストップサービス化を図り、総合的な相談・支援を行うため「経営相談室」を新た

に設置しました。また、県の産業振興施策とのより一層の連携・情報共有を図り、支援プラザと県

が、一体的な事業推進を進めていくため、新たに県派遣職員３名の配置により体制強化を図ること

ができました。 

職員のスキルアップについては、県政策研修センターで実施された階層別等の研修、中小企業大

学校等で実施された専門研修のほか、各種シンポジウム等にも積極的に参加しました。       

 

 

 


